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　東京支部長の木下です。旭陵同窓会東京支部の会員の方々に

は常日頃、会の拡大・発展のためにご尽力頂いておりまして厚

く御礼を申し上げます。現在東京支部の会員数は2100人を超
え、その活動も益々活発になりつつある事は喜ばしい限りです。

　既に皆様にはご案内のとおり、今の世の中はかって経験した

事の無かったような困難な状況に直面しています。即ちアメリ

カのサブプライムローン問題に端を発した100年に一度あるか
ないかと言われる世界大不況に加え日本では政治の混乱も有っ

て全く先の見えない状態が続いています。

　そんな中で当支部の会員諸氏もそれぞれの立場でご活躍の事

と思いますが一方で、少なからずご苦労をされている事と思い

ますし、ストレスを感じながら生活をなさっているのではない

かと推察いたしております。

　旭陵同窓会は青春時代に同じ釜の飯を食べ、関中／西高とい

う同じDNAを持った人間同士が、仕事の場や世代を超えて一同
に会し、新しい出会いや、心の触れ合い、更にはお互いに強い

絆で結ばれる絶好の場であります。そして今のような世相だか

らこそ、旭陵同窓会の存在意義が益々高くなると思われます。

　一方、我々の故郷下関に目を向けてみますと、町村合併で規

模こそ大きくなったものの産業の空洞化や高齢化等で町に活気

がありません。我々を育ててくれた故郷を少しでも元気にする

ために旭陵同窓会の会員が社会的に頑張って少しでも地域活性

化に貢献できればと思っております。関中／西高出身である事

に誇りと自信を持って頑張っていきたいと思います。

　7月25日（土）には当支部の一大イベントである「旭陵同窓
会東京支部総会・懇親会」が東京プリンスホテルで開催されま

す。是非多数の方々にご出席いただいて心から楽しんでいただ

くと同時に老若男女、縦／横の心の触れ合いと絆作りをお願い

したいと思います。よろしくご協力をお願いしてご挨拶といた

します。

平成21年度旭陵同窓会東京支部総会が盛大に開催されます事
を心からお慶び申し上げます。

今年は、旭陵創立90周年の節目に当たります。その記念事業
のひとつとして、去る2月10日、元最高裁判所長官、町田 顯

あきら

氏

をお招きして、旭陵同窓会主催、下関市共催で下関市民会館大

ホールで「下関育ちの元最高裁長官が語る（遠きにありて想う

わが故郷そして最高裁判所長官の仕事と生活）」の演題のもと講

演会を開催いたしました。当日は、市民で大ホールはほぼ満員

の盛況でした。多くの人が感銘を受けられた様子でした。更に

東京支部からもご出席いただき会の成功に華を添えていただき

ました。東京支部の皆様、本当にありがとうございました。心

よりお礼申し上げます。

　さて、今年で私が、同窓会会長の重任を仰せつかって、2期4
年になります。今年の旭陵同窓会総会を最後に退任することに

なりました。退任にあたり、数々の不行き届きな点がありまし

たことをお詫びいたしますと共に、在任中に賜りました皆様か

らのご厚情とご協力に対し幾重にもお礼申し上げます。お陰さ

まで、在任中、各分野でご活躍中の方々とお目通りする機会に

恵まれました。私にとりまして大変幸せなことでした。今後の

人生に大きな財産になることと大いに感謝いたしております。

本当にありがとうございました。今後は、一同窓生としてお付

き合いの程、よろしくお願い申し上げます。

　終りに、東京支部総会の盛会と支部の益々のご発展と皆様の

ご健勝とご多幸を祈念致します。本当にありがとうございまし

た。

　末尾になりましたが、同窓会副会長の片野良平氏が去る4月
11日、ご逝去されました。つつしんで御霊の安からん事をお祈
り申し上げます。

ご 挨 拶

旭陵同窓会東京支部長

木下陽三
（第35期生、1958年卒）

旭陵同窓会会長

前田日出三
（第31期生、1954年卒）

地域活性化に貢献 お礼
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　旭陵同窓会東京支部の皆様にはお元気にご活躍のこととお

喜び申し上げます。平成21年度総会の盛大な開催誠におめで
とうございます。会報の発行も19号となり、心温まる情報交
換や会員相互の親睦など活発に支部の活動に取り組んでおら

れることは、ご同慶の至りとお喜び申し上げますと共に心か

ら敬意を表します。

　平素は多大なご指導ご支援を賜っており厚くお礼申し上げ

ます。また、母校90周年の年に当たり、同窓会の皆様からは
老朽化した校旗を新調していただける運びと成り、重ねてお

礼申し上げる次第です。

　昨年はかつて無いほどの部活動の大活躍が見られ、学校も

大いに盛り上がりを見せました。文化祭や体育大会など学校

行事にも活発でけじめのついた活動が行われており、後輩た

ちの若さと悩みとエネルギーにあふれ活気がみなぎっていま

す。

　今春の進学実績は大変心配された学年ではあり、センター

試験も苦戦が強いられましたが、一定の成果を上げることが

できました。やはり西高のDNAは生きており、底力を感じて
いるところです。

　今年の入学生は昨年に続き女子が45％に達し雰囲気も変わ
ってきたのではと思っていますが、この１年生から単位制に

移行して進路希望に応じたきめ細かい科目選択ができるよう

にしたところです。

　今後とも皆様方にもエールが送れるよう、学校運営を推進

してまいりたいと思います。皆様方におかれましても、益々

相互の親睦を図られるとともに、ご壮健でご活躍の上、これ

からも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。

今年も東京支部総会が盛大に開催されることを心よりお喜

び申し上げますと共に、当番幹事の皆様のご尽力に感謝申し

上げます。

今年は先ずもって悲報をお伝えしなくてはなりません。去

る4月11日に40期生片野良平副会長が病魔に倒れられました。
片野氏は平成11年6月に副幹事長を経て副会長に就任され、
以来10年間にわたり同窓会の発展につくされその業績は顕著
なものでありました。ここに深く哀悼の意を表すと共に安ら

かなご冥福をお祈り申し上げます。

昨年は母校に31期生西本正氏をお迎えして電気通信の現場
から生徒諸君に講演を頂きました。また12月6日には慶應義
塾安西塾長をお招きして「新学問のすすめ」と題して講演を

頂きました。今年は学校創立90周年にあたります。つきまし
ては記念事業として広く下関市民に向けてアピールするため

に、去る2月10日に市民会館において32期生町田 顯氏をお招
きし、ご講演をいただきました。

次に昨年のこの紙面でお願いしておりました記念事業とし

て、母校の校旗が傷みが激しく新しく作り直す事に致しまし

た。今回は募金活動はおこなわず資金カンパ方式で行うこと

にしましたので、いろんなイベントの度にカンパをお願いし

ますので東京支部でもよろしくお願いします。

今年は役員改選の年でもありまして、前田会長が2期4年同
窓会を引っ張ってこられましたが、37期生木下毅氏にバトン
タッチすることになりました。これまでのご協力に感謝する

と共に木下新会長にご協力のほどをお願いいたします。

メッ セ ー ジ

山口県立下関西高等学校校長

木村峰康
旭陵同窓会幹事長

藤本正三
（第35期生、1958年卒）

母校90周年、校旗を新調 東京支部総会に寄せて
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　私の現在の仕事はファンドマネージャーです。ネクストキャピタ

ルパートナーズという会社で、投資ファンドを運営しています

（http://www.nextcp.jp/）。先日大学2年生になる娘と話していた
ときに、父親の職業をファンドの運営をやっていると友達に言った

ら、「あこぎな商売だね」と言われたそうです。大学生にもそう思わ

れているのだから、世の中のイメージがそうなっているのでしょう

ね。

　言い訳になるかもしれませんが、我々の仕事は必ずしも「あこぎ

な商売」でもありません。弊社が昨年7月に投資した福岡のクロス
FMというFMラジオですが、我々の投資がなければ今頃免許を総務
省に返却して、存在しなくなっていたはずでした。下関でも聴ける

クロスFMですが、福岡県民にとっては、県内に3つしかないFMラ
ジオの一つが消滅しなくて良かったのではないでしょうか。我々は、

これを「事業再生」と呼んでいます。

　ファンドの運営で重要なのは、将来の予測をすることです。一つ

は投資対象となる会社の将来の予測をすること、もう一つは経済全

体の予測をすることです。予測をする時のベースとなるのは、現在

がどうなっているかということで、私も含めて世の中の予測は現在

どうなっているかに大きく左右されます。今のように景気が悪いと、

ずっと景気は悪いという予測をしがちですし、バブルの時代には好

景気がずっと続くとほとんどの人が思っていました。言い換えると、

予測というのは外れるということです。

　現代において、将来の予測をするのが益々困難なっているのはグ

ローバル化の影響だと思います。「風が吹けば桶屋が儲かる」という

言葉がありますが、現在のグローバル経済はまさにそうだと思いま

す。予想外のところに予想外の影響が起きるということです。ここ

5年くらいの間言われていた経済現象に「円キャリー」というのがあ
ります。円の金利が低いので、世界の多くのファンドや金融機関、

また個人までが、円でお金を借りて別の高金利の通貨で運用すると

いうことをやっていました。為替レートが一定だと、金利の差の分

だけ儲かるからです。円を借りて外貨に換える過程で円を売るので、

円安が同時に起きました。結果、円キャリーをやっていた人は、為

替レートでも儲かったのです。

　円キャリーをやっていた人は、これがずっと続くと思っていまし

た。最近になって、急速な円高になったことで、円キャリーをやっ

ていた人が大損を被りました。これはある意味自業自得なのですが、

予想外だった影響は、この円キャリーの消滅が日本の電機産業・自

動車産業に壊滅的な影響を与えたことです。単に円高が輸出産業に

ダメージを与えた効果だけではありません。円キャリーが世界中に

過剰流動性を生んでいて、それがアメリカで不動産バブル・信用バ

ブルをもたらしたという副次的な効果がありました。円キャリーの

崩壊に伴う円高と共に、アメリカ発のバブル崩壊で、世界中の需要

が冷え込んだという効果も起きました。後者の効果については、誰

も予測できませんでした。

　いわば、経済のグローバル化で経済の動きが増幅されるというこ

とが起きているのです。従来の予想・予測の範囲を大きく超える経

済変動が起きる時代になったということです。

これは将来の予測を生命線としている、我々ファンドマネージャー

にとっても受難の時代になったということです。

　今回の経済危機は、後で振り返ると、世の中が完全に変わってし

まったという転換点になるのかもしれません。

新旧幹事代表メッセージ

2008（平成20）年度当番幹事代表

立石寿雄
（第54期生、1977年卒）

2009（平成21）年度当番幹事代表

長山恒正
（第55期生、1978年卒）

グローバル化の時代に思う 「絆」、苦境を乗り越える力

　卒業して31年、50歳での当番幹事。母校である下関西高時代をも
う一度振り返ることができました。大学、そして社会人となってか

らというもの、ほとんど会うことのなかった仲間と再会し、総会開

催に向けた活動を共にすることができました。

　4月中旬、同期プロカメラマン、真野君の下関取材に同行し、卒
業以来はじめて母校の学び舎に足を踏み入れました。私が学んだ頃

と比べると、グランド、クラブ部室の一部そして理科棟以外はすっ

かり変わり、女子生徒が随分増えたなと感じました。それもそのは

ず1年生では45％が女子だということです。一方、昔と変わらず、ま
じめに勉学に励む西高の校風は今も息づいているようです。撮影に

関して、木村校長先生、同窓会窓口の大田先生をはじめ、多くの先

生方、事務局の方々にご協力いただきました。本当にありがとうご

ざいました。

　今年の総会・懇親会のテーマは「絆」です。「絆」は今年のキーワ

ードだという訳でドラマや書物など色々なところにこの言葉が登場

しています。確かに100年に一度といわれる大不況の中、様々な「絆」
を強くすることは、苦境を突破し、乗り越える力のひとつになると

思います。

　下関西高卒業ということもとても大きな「絆」です。2,000人を超
える西高OB、OGが首都圏に在住し、毎年数十人という新卒業生が
首都圏の大学に入学してきます。そして各界で多くの方々が活躍し

ており、西高同窓会はまさに人脈の宝庫です。

　我々当番幹事は、この総会・懇親会を通じて世代を超えた同窓生

間の「絆」を結ぶお手伝いと同期生同士の「絆」が深まるきっかけ

を提供できればと思っています。

　本年の開催日は7月25日、今回は、開催時間を2時間繰り上げて16
時（午後4時）からの開催とさせていただきます。是非、前後の時
間も同期の皆様でお集まりになり、一層懇親を深めていただければ

と思います。当番幹事55期一同、一人でも多くの皆様の参加をお待
ちしております。

　最後になりましたが会報の広告協賛、寄付につきまして、多くの

ご協力、ご支援をいただいております。心より感謝申し上げます。

あわせて引き続きのご支援よろしくお願い申し上げます。
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恩師からの便り

本年も下関市で高校の非常勤講師として勤めてい

る。10代の若い彼らに私の思いを直接伝えることの
できる喜びを感じながらの生活を送っている。

さて、旭陵同窓会東京支部による7月総会開催の
案内をいただいた。そのテーマの中の「絆」という

言葉がずっと心に残っている。早く父を喪い、母親

に育てられたためか、母と子の関係になってしまう。

私の親も必死で子供を育てた。しかし、親は育てた

ことを恩着せがましく私に押し付けたことはない。

子供の私は親のしてくれたこととしてそのまま受け

入れた。「絆」とはこのような結びつきだと思ってい

た。こういったことは当時の私の周囲の人たちを思

い出してみても、父親の有無に関係なくみんな似た

ような親子であったと思う。

ところが、ここ数年来、絆ってなんだろうと思わ

せるような事件、親がわが子を害するというニュー

スを視聴する。このようなニュースに接するたびに、

親子の絆は親が子育ての中で作り上げるものと思う

ようになった。例えば親が愛を子供に与える。やが

て子供は愛を持って人々の中に入っていけば、仲間

入りできることを知る。このようにして親のしてく

れたことに間違いのなかったことを知る。親は子供

が仲間入りできたことで自分のしてきたことに間違

いではなかったことを知る。親の子供に対する愛の

行為は、わが子のかわいさを超えたもので、子供が

社会に受け入れてもらうための教えということにな

る。親は子育ての喜びや大変さを子供に伝える、す

ると子供は自分の生育暦を知る、「伝える」「知る」

ということで共有意識が深まり「絆」は作られてい

く。このことは人間関係を築き上げていく基本的な

ものの一つと思っている。

教師にとって、何よりの、最高最大の喜びは、か

つての教え子、卒業生との再会であり、これにまさ

る喜びはありません。今回、その機会を与えられま

したことは無上の喜びであると同時に、心から感謝

しております。本年度当番幹事の方から会報への寄

稿を求められ、近況の一端を思いつくままに点描し

て、近況報告としたいと思います。

40年間続けてきましたゴルフ（HC10）を、椎間
板ヘルニアのために、長門豊田湖CCでのホールイン
ワンを最高の思い出に封印しました。それに代るも

のをと思い、若い頃多少の経験がありましたテニス

を再開し、専念してきましたが、加齢による足腰の

衰えは否めず、慙愧に堪えない思いをしている今日

この頃です。

ご存知の方も多いと思いますが、現在、下関では

唐戸桟橋から岬之町方面にむけて広大な埋立地（あ

るかぽーと）ができており、その防波堤が格好の釣

り場になっています。元々釣りは好きでしたので、

天候、潮流等の条件の良い日を選んで出掛けており

ます。対岸に泰然と横たわる風師山を眺め、ゆうゆ

うと流れる関門海峡の潮を目前に、時には校歌「風

師山…」を黙唱し、携帯ラジオから流れるクラシッ

ク音楽を耳にしながら、釣り糸を垂れております。

本年度総会のテーマが「絆～世代を超えて」との

ことですが、卒業生の皆様が、共通の理念である「天

下第一関」の気概を「死
し

而
して

後
のち

已
やむ

（死ぬまで努力し続

けること）」の精神で、持ち続けて頂きたいと心より

願っております。

つい気に
なったこと

近況報告と共に

伊藤展章
（現代国語）
昭和42年4月～昭和60年3月

平成21年度旭陵同窓会東京支部総会・懇親会のご
案内を頂きありがとうございました。代表幹事・長

山 恒正君からの電話もなつかしく、当時のことが想
い出されます。

55期生は3年次、文理の組分けがうまく行かず、普
通科は急遽７組編成となり、私は3年3組（文系）男
子21人女子16人の担任。この組には個性豊かなキャ
ラの持ち主が多く、良く言えばいつも「談論風発」。

また運動部のレギュラーから徹底した運動音痴まで

おり、話題には事欠きませんでした。バラバラのよ

うでまとまりはよく、仲良しグループの感さえあり

ました。しかも、この中から、素敵なカップルが誕

生するとは思ってもみませんでした。

さて、私は平成6年長府高校で定年を迎え、引き
続き早鞆高校菁菁館（特別進学コース）に10年、1
年おいて梅光女学院高校で4年勤め、この3月75歳で

8校52年の教員生活を無事終えました。幸い健康状
態は良好なので、今の「生活の質」を維持するため、

週1回、梅光学院生涯学習センターと体操教室通い
も始めました。また「老化は足から」と言われてい

るので、ウオーキングは、近くの一里山、時には往

復1時間の唐戸まで足をのばしています。さらに、週
1回、実家と畑の管理のため小野田に帰っています
が、畑までは十分手が回らず、雑地化を食い止める

のが精一杯です。幸い幼馴染みがあれこれと教えて

くれますし、無農薬の収穫物を持ち帰るのも生き甲

斐になってきました。

「頭
こうべ

を高く上げ希望の波をとらえる限り、八十歳で

あろうと人は青春にして已む」　サムエル・ウルマン

この気持ちを忘れずに、明るく励んでいます。　　

　7月25日には55期の皆様にはもちろん多くの同窓
生の皆様ともお会いできるのを楽しみにしています。

近況報告

小川  毅
（英語）
昭和34年4月～昭和58年3月

山中正基
（英語）
昭和37年4月～昭和42年3月、
昭和46年4月～昭和60年3月
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仙台に移り住んで今年で13年目になりますが、そ
の間、仙台支部の活動等については聞いたことがあ

りません。おそらく休会中だと思われます。したが

って、会員数や会員の動向についてはよくわかりま

せんので、支部からの報告ではなく、全くの個人的

な便りになってしまうことをご容赦願います。

宮城県には河北新報という地方新聞があります。

この新聞は、東北地方が「白河以北一山一文」と蔑

まれていた当時の風潮を嘆き、東北の振興、文化の

発展を願って、明治30年に創刊されたものです。す
なわち、白河の関より北に文化の光を、という想い

の歌詞にも「第一関に示したる　剛き願いは人も見

ん」とあります。天下第一関とは、中国万里の長城

の東端にある山海関を指すものと思われます。

ところで、「関」という漢字の意味には、上述した

ような関所という意味の他に、関わる＝つながると

いう意味もあります。今年度の東京支部総会のテー

マ「絆～世代を超えて」を見た時、「天下第一関」が

私の中に懐かしくよみがえってきました。

天下と「関わり」、天下に羽ばたく旭陵同窓生のさ

らなる発展をお祈りします。

かかわりとしての
「関」

松岡尚敏
（第５５期生、１９７８年卒）

支部便り

から河北という名前が生まれたのでした。

　さて、西高時代の思い出として、なぜ

か「天下第一関」という言葉が記憶に残

っています。定かではありませんが、体

育館の舞台にこの額が掛けられていたよ

うな気がします。また、「久遠にあおく」

～仙台からのメッセージ仙台か ～
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　私は現在、日本司法支援センター（愛称：法テラス）の情報提

供課長をしています。法テラスとは、「身近で、速くて、頼りがい

のある司法」を実現するためにできた公的な法人で、民事法律扶

助（資力が一定基準以下の方への無料法律相談や弁護士費用の立

替）、国選弁護など、民事・刑事を問わず司法サービスに関する事

務を一手に引き受けており、全国に約90ヶ所の事務所があります
（余談ですが、広島出張の際、西高先輩である山口地方事務所長に

連れて行かれたスナックで西高校歌がカラオケに入っていたのに

は、びっくりしました）。

　私が担当している情報提供業務は、法的トラブルにあい、どこ

に相談したらいいのか分からない方に、解決までの道案内をする

仕事です。敷居が高いと言われる司法の世界と普通の人々を繋ぐ

「絆」のような仕事と言えるでしょう。

　そして、私が今の職にあるのも、人と絆がもとになっています。

私は一旦弁護士となったものの、出産のため1年足らずで辞めて
しまいました。専業主婦生活も10年近くになろうとした頃、司法
修習同期の友人に事務所を手伝ってと言われ弁護士復帰、そのう

ち10年以上前の新人時代を覚えて下さっていた大先生の推薦をき
っかけに日弁連広報嘱託へ、そしてまたそのとき出会った方から

声を掛けられ法テラスへと、人との出会いをきっかけに今の仕事

をすることになりました。

　40歳近くになって再出発し、20代終わりから30代後半にかけて
の知力・体力ともに充実する時期に仕事をしてこなかったことに

後悔がないと言えば嘘になりますが（こんな思いを感じている女

性同窓も多いのでは）、業界に浸っていなかったことがかえって

「絆」役としてはいいこともあるのではないかと、逆転の発想で頑

張っています。みなさん、何かお困りごとがあったら、法テラス

コールセンター　0570-078374（オナヤミナシ）にお電話下さい！

　私が住んでいるつくば市は「科学の街」ということになってい

て、夏休みなどには各都道府県の進学校と言われる学校が研究所

などを見学に来ます。そうした学校の先生方から、何か理系の生

徒が元気になるようなことを話して欲しいと依頼され、毎年引き

受けつつも途方にくれています。

　その中で「理系で成功するために、高校や大学で鍛えておくべ

きこと」としてコミュニケーション能力を強調しています。する

と初めは「理系なのに?」と意外そうな反応が返ってきます。高校
生ぐらいだと、理系の研究はひたすら実験しながらデータとのに

らめっこ、ぐらいのイメージしかないからでしょう。しかし最近

ではたった一人で最初から最後まで完遂できる研究は非常に少な

く、ほとんどの場合にチームが必要です。チームがうまく機能す

るには、適切なコミュニケーションは不可欠です。また、アイデ

ィアというやつは議論で叩き上げないと成熟しません。複数の分

野にまたがる連携研究では異分野の人と話しますが、はっきり言

って外人か?　と思うぐらい言葉が通じず苦労します。
　コミュニケーションとは、たんに仲良くするための技術ではな

く、目的の成功に必要ならば言いにくいことも的確に伝え議論を

深めるためのものです。したがって、時として非常にツラい作業

になることもあります。それを乗り越えるには、自分の言葉の力

を鍛えることと、ツラいことを逆に楽しめるほどの忍耐力が必要

だと、自分のニガ～い反省を込めつつ話しています。科学の厳し

さに「人の和」で立ち向かう理系の面白さ、それを是非知って欲

しいと願っています。

　いつか西高のかわいい後輩達にも話をする日が来るのかどうか

わかりませんが、せめて講演の中身は磨いておきますか（笑）。

佐々木（旧姓：小林） 文
（第61期生、1984年卒）

三輪佳宏 筑波大学基礎医学系 講師
（第62期生、1985年卒）

司法と皆さんとの絆?
「法テラス」を知っていますか?

理科離れの時代の
理系へのメッセージ
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　かつて琉球王が首里城を背景に中国使節団をもてなす水上の宴

を催した池、龍潭のほとりにある沖縄県立芸術大学で、イタリア

語と西洋美術史を教えています。沖縄に来て早20年、とうとう生
まれ育った下関で暮らした年月を越えてしまいました。大学でイ

タリア語を専攻して以来かかわり続けたイタリアに住むかもしれ

ないと想像することはありましたが、まさか沖縄に赴任しこれほ

ど長い時間を過ごすことになろうとは想像だにしていませんでし

た。

　留学中、また帰国後も通訳や翻訳の仕事を通して常にイタリア

と日本という二つの文化間の相互理解の難しさを感じてきまし

た。研究対象もイタリア中世はロマネスク美術という、華やかな

イタリア・ルネサンスの陰に隠れ日本ではまだ馴染みのない分野

で、地域・時代ともに大きく隔たる文化を学びながら常に「境界」

を意識しています。また、かつては独立国でありながら近現代に

様々な国の支配下に置かれてきた沖縄にあって、「国家」「民族」

「文化」などの境界について実生活の中で考えさせられる毎日で

す。偶然にもすべてが私に「境界」やアイデンティティーについ

て考えさせるよう働いてきたかのようです。

　しかし思えば最初のアイデンティティーの揺らぎは、進学のた

めに故郷を離れた高校卒業時に訪れたのかもしれません。家族も

いない今、帰省することは滅多にありませんが、私の根っこはや

はり、幼年期と青春初期の貴重な時代を過ごした下関にあります。

これほど携帯電話やメールが発達していても他人との関係をうま

く結べず悩む教え子の大学生たちを見るにつけ、同じ学び舎で青

春時代を共有することのかけがえのなさを改めて感じます。この

原稿を書かせていただいたことで、沖縄在住20年の節目に、卒業
後30年以上を経て再び西高同窓生の絆を実感することができたの
は本当に幸運でした。

　旭陵同窓会 東京支部の皆さん。はじめまして。第70期（1993年
卒）、金子優美と申します。いまこの原稿を大阪の自宅で書いてお

ります。1999年にシステムエンジニアとして、ちょっと遅めの社
会人デビューを果たしてから、10年間横浜もしくは東京勤務だっ
たのですが、2009年4月1日付で大阪に転勤となりました。
　関西圏に住むのはお初であり、知り合いもほぼいない状況。年

齢もあと○年かでアラフォー…と客観的に見てみるとあまりいい

状況ではないかもしれませんが、本人的には毎日を楽しく過ごし

ています。

　大阪に来て良かったなーと思うこと。第一に、食事が口に合い

ます! 西と東の味の違いの代表例として、うどんが挙がりますが、
確かに東京にいたときうどんを口にすることは少なかったです。

うどんの代わりに蕎麦ばかり食べていました。しかし関西圏では

うどんがとてもおいしいため、よく口にするようになりました。

その他の食べ物についても、味付けが自分にフィットしているの

か、本当においしくて。大阪にいる間に太りそうなのが怖いです

が…。

　次に良かったことは、近くに素晴らしい観光スポットがたくさ

んあること。私の趣味は旅行であり、今まで国内外を問わずいろ

んな場所を旅してきました。ただ熊野古道、伊勢神宮、姫路城、

城崎、南紀白浜など関西圏にある観光スポットはなぜか旅行した

ことがなかったのです。関西赴任している間にこれらのスポット

に是非出かけたいと考えております。

　最後に良かったことは、自分の行動を広げる努力を進んでする

ようになったこと。私は関西圏には知り合いが殆どいないため、

積極的にいろんな場に参加するようになりました。仕事に関係の

あるセキュリティ関連資格ホルダーのコミュニティへの参加、高

校時代にやっていた吹奏楽（打楽器演奏）の特技を生かしたオー

ケストラへの参加など。このような積極性・自ら切り開く力を身

に付けたことは、きっと自分の人生にとってプラスであると考え

ております。

　2009年は私にとって「変化」の年になりそうですが、この変化
を生かすべく日々精進・日々勉強していきたいです。私の座右の

銘はジャック・ウェルチが言った「Control your destiny or
someone else will」。これからもがんばります！

尾形希和子
（第55期生、1978年卒）

金子優美
（第70期生、1993年卒）

絆・地域を越えて
～沖縄より～

2009年―「変化」の年
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始まりはよく判らず、恐らく昭和40年代後半ではと推測され、初代
部長は安光正治さん（53期、昭和51年卒）、顧問は下田先生、と伺っ
ております。アクティビティが上がったのは昭和50年代、立石寿雄部
長（54期、昭和52年卒）から昭和58年くらいまででしょうか。今は
なき図書“館”の会議室（?）にて毎週木曜日に、オマリー神父に来
校していただき、さまざまなテーマで英会話をするというアットホー
ムな、幽霊部員も数多く存在した同好会でした。今では、文化部のひ
とつに英会話があると西高HPには記載されています。“部”ですよ、
“部”に進化しているようです。
我がESSについては、OB・OGの同窓会活動もコンスタントに続い

ております。旭陵同窓会東京支部の去年の年度代表幹事を立石寿雄さ
んが、本年は副代表幹事に下村秀樹さん、幹事に吉村寛幸さん（55
期、昭和53年卒）が就任されていることもあり、ESSとなにかしら
の縁があり、現在の活動を紹介します。
ここ数年、正月2日、昼12時より、唐戸の下関グランドホテルにて
同窓会を開催しています。出席者はオマリー神父（神戸在住）や小川
先生を始め、10人程度です（写真）。また、東京在住者・勤務者が多
いので、東京支部会を夏に開催しています。
近況報告をはじめ、日本の将来について熱い議論を戦わせたり、と
活動しているのですが、なぜか日本語が多用されている感があります。
今年の東京でのESS同窓会は、7月24日（旭陵同窓会東京支部総会・
懇親会の前日）です（出欠は下村さん宛：h-shimomura@bitcat.net）。
現在名簿の整備を進めておりますが、一部、メンバーがはっきりし
ないし、連絡先が不明なところがあります。これを読んで、自分もメ

平成2年に、囲碁・将棋同好会として発足し、平成15年に部に昇格
し、現在に至っています。部員は現在14人で、全員男子生徒ばかり
で、放課後、部室でにぎやかに棋道に励んでいます。将棋は全員指せ
るようですが、囲碁は7人しか打てないようです。しかし、囲碁の方
は、小中学校時代から指導を受けて五、六段以上の棋力を持った才能
豊かな生徒が3人おり、彼等が昨年の大会で大活躍しました。過去、全
国高等学校囲碁選手権大会に、個人の部に4回、団体の部に6回出場し
ています。
ここで、昨年の大会を振り返ってみると、7月28日から東京の日本

棋院で行われ、先ず、予選リーグは、AブロックからHブロック（各
ブロック6校）の8ブロックに分けられ、西高はAブロックに入ってお
り、この中に昨年の優勝校新宿山吹高も入っており、生徒も緊張して
いたようです。各ブロックで3回対戦し、過去の例では3連勝したチー
ムが決勝トーナメントに入っていたので、西高が2勝1敗という結果に
なったときは、生徒も半ば諦めて、帰り支度をし、私もホテルにその
日の宿泊のキャンセルをしました。
ところが、アナウンスがあり、場内が騒然となったので、聞きただ

してみると、何と、Aブロックは2勝1敗というチームが3校となり、
規定により、主将が3連勝した西高が決勝トーナメントに入ったので
す。まさに、三途の川をわたりかけた者が急に息を吹き返したような
ものです。この余勢で、決勝トーナメントの1回戦（準々決勝）は、盛
岡第一に3-0のストレート勝ち、次の準決勝も仙台第二に2-1で勝ち、
いよいよ決勝戦です。相手は昨年の準優勝校駒大岩見沢高で、相手に
とって不足はありません。
先ず、三将が勝ち、主将が負けたので1-1となり、勝敗の行方は、秒

読みに追われている副将戦で決まることになりました。僅差にもつれ
こみ、結局、半目負けとなり、惜しくも優勝を逃しました。ところが、
実は、黒の手入れが一か所残っているのを両対局者が見逃していたの
を、終局直後、石倉審判長に指摘されました。もし、このことに気が
つけば、逆に半目勝ちで、西高の優勝ということになったはずですが、

下関西高陸上部は現在3年生男子8人女子3人、2年生男子8人、1年生男子6人女子5人の計30人
です。上寺先生と上野先生のご指導のもと毎日練習に取り組んでいます。平日の練習は放課後5時
～7時に、休日は9時～13時に練習をしています。西高陸上部の練習はやるべきことはきちんと最
後までやるというのが方針です。だから雨が降ったりしても基本的に毎日練習します。
また、西高陸上部では社会的なマナーを身につけるということも大きな目標の1つです。例えば、

朝練後に清掃活動をしたり、誰にでも気持ちの良いあいさつができるように心がけています。その
他にも、先生方に怒られながらも、日々たくさんのことを学んでいます。その時にはやらされてい
るととらえるのではなく、あたりまえのことを自主的できるように努力しています。そのためにも、
まわりにまず気づいて、考えて、そしてすぐ行動に移すということをモットーに日々活動しています。
多くのことを学び、個々の力だけでなくチームの力を認められるように毎日を頑張っています。

ESS（英会話）同好会―村田智昭

陸上競技部―山田淳史（3年）

秒読みに追われている両
対局者は、そこまで、気
がつかなかったようで
す。何とも劇的な幕切れ
でしたが、しかし、生徒
は、持てる力を最大限に
発揮し、全国大会準優勝
という大記録を成し遂げ
ました。

囲碁・将棋部～全国大会準優勝―元顧問・松尾亨三

2009年1月2日撮影

ンバーだ、知人が
そうだ、引越し先
を連絡していなか
った、とか、なに
かしらの情報を知
っていらっしゃる
なら、連絡してく
ださい（連絡先は
村田宛：ceb@ya
maguchi-u.ac.
jp）。

クラブ紹介

（第57期生、
1980年卒）
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で「やった、やった」と3人で喜んだことを思い出す。
●●●●●

第1回のゴルフ会は、中部先輩が設計を手がけた久慈大洋CC
で50名弱の同窓生とプレーを楽しみました。優勝者はもちろん
中部銀次郎さん。当時の支部長でした19期の安西 喬先輩にお願
いして、同窓会の会計から優勝カップを寄贈していただいたの

で、そのカップに中部さんの名を刻みました。その後2回中部
さんが優勝しているのですが、その名前の横に自分の名前が刻

み込まれるとあって、優勝への意欲を皆がもつ励みになりまし

た。また、この第1回のパーティーで「このゴルフ会は年に1回で
すので、またよろしくお願いいたします」と挨拶したところ、10
期の渋谷潔先輩、恒成幸秀先輩を中心に「年1回なんてことい
うなよ、われわれは先が短いのだから年4回でもいい」という
ことになり、いろいろ話し合った結果、年2回に落ち着きました。
その後ゴルフ会をお世話する役員も変わりましたが、その人

たちのお話は次の機会に譲るとして…、もうひとつ中部さんの

こと。中部さんにはゴルフの役員会の後、必ずといっていいく

らい新橋のちいさなおでんやに連れて行って頂きました。その

折、飲み代を参加者から集めたとき中部さんに叱られたことな

ど懐かしく思い出しました。今年の春の大会で旭陵ゴルフクラ

ブが30回の節目を迎えるのにあたり、同窓会の皆様のご厚意に
感謝いたしておりますが、同時に今後若い年代の人達が旭陵ゴ

ルフクラブの精神軸である中部銀次郎スピリッツイズムを継承

していただくことを願っております。

　雲の厚い日だったと思う。旧丸ビルの1階フロアに午後1時5
分前に着いた。同級の竹中康彦君と1年後輩の森宗幸夫君はま
だ来ていなかった。フロアのプロムナードには、ゴルフクラブ

の会社が数社展示販売をしていた。それを眺めながら両君の着

くのを待った。

　40期の私達が当番幹事を仰せ付かったのは今から15年前だ。
その時、丁度きりのよい周年だったので記念事業となるような

ことを三つ考えていた。一つは下関より恩師を招くこと。これ

は同期の桝谷邦彦君の発案だったが39期が実行していた。二つ
目は関東在住の南高生を招くこと。そのころの西高の同期女性

は8人で東京に居るのはたったの2人のみ。それゆえ、他校から
美女を募ってやろうという下心があった。三つ目は同窓会のゴ

ルフ会を創るということ。この提案は全同窓会支部、本部では

初めてのことだった。そのためにここ丸ビルに来ているのだ。

ゆくゆくは各支部、本部との対抗戦もとの考えがあってゴルフ

会の会長を誰にするのかは私達はひとつも迷わなかった。中部

銀次郎先輩に三拝九拝して受けていただこうと、それでなくち

ゃ何のための下関西高等学校同窓ゴルフ会なのかと必死の思い

だったことを覚えている。両君と合流して5階の大洋漁業の応
接室の扉を叩いた。意外と暗い部屋で古いソファーがあり、奥

とは木製の立て掛けだけで間仕切りをして少し寒々としてい

た。先に訪問の用件を伝えていたせいか、少々不機嫌そうに、

でもなんとなく爽やかで清潔で真っ黒に日焼けした顔が現れ

た。中部銀次郎先輩である。改めてここにきた理由をお話しす

ると、中部さんは「私はできない」「とにかくお断りする」との

一点張で、僕たち3人はこれについての行き場がなかった。し
かし、下関時代のこと、実家のこと、名陵中学のことなど雑談

するにしたがって2時間後、私たち3人が計画、実務からなんで
もすること、会長としての挨拶などはなるべく避けるようにす

る、という条件で了承していただいた。退出した丸ビルの廊下

高田道治（第40期生、1963年卒）

2009年5月17日　スパ＆ゴルフリゾート久慈にて（参加者51人）






